
グランピアンズ

ソブリンヒル、バララット

グレートオーシャンロード

オーストラリア • ビクトリア

グレート サザン
ツアールート

グレートオーシャンロード • グランピアンズ • バララットの金鉱地

www.greatsoutherntouring.com.au

ビクトリアオーストラリア
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オーストラリアでも有数の自然観光名所、沿岸の景
色、歴史と遺産がすべて、柔軟でコンパクトなツアー
パッケージに含まれています。

iPhone、iPadまたはandroid用の無料アプリをダウンロード：  
www.greatsoutherntouring.com.au

ビクトリアオーストラリアリア

グレートオーシャンロード沿いを車
で爽快に走れば、オーストラリアで
も有数の刺激的で魅力ある独特な
景色を楽しむことができます。自分
で車を運転することも、旅行会社の
ツアーに参加することも可能です。 

印象的な高層ビル群、アートギャ
ラリー、レストラン、そして魅力的
な河川がある国際色豊かな素晴ら
しい都市メルボルンは、ツアーの
開始地点と終了地点として最適な
場所です。

岩だらけの海岸線、緑茂る森林、圧
倒的に自由な雰囲気の美しいグレ
ートオーシャンロードでの体験は、
忘れられない体験となります。 

グレートオーシャンロードはジロ
ングとワナンブールなどの主要な
地方都市にもつながっています。
両都市とも、非常に活気ある場所
です。

山々がそびえ立つグランピアンズ
国立公園はホールズギャップを拠
点とし、何万年にもわたりアボリジ
ニの人々の霊的中心となっていま
す。魂が揺さぶられる豊かな体験
ができるグランピアンズの中心は、
感動的な古代のロックアートです。

バララットとゴールドフィールズで
は、1850年代のゴールドラッシュ
のロマンと威厳を感じることがで
きます。「ソブリンヒルとサザンクロ
スの血（sovereign hill and Blood 

on the southern cross)」サウン
ド・アンド・ライトショーは、金鉱地
の歴史物語が再現される演劇ショ
ーです。

リラクゼーションを求める方は、デ
イズフォードとヘップバーンスプリ
ング町を中心とするスパ・カントリ
ー地域で、新鮮な水や全身マッサ
ージを楽しむことができます。

この地域全体にわたり、カンガル
ーやコアラなどのオーストラリア原
生動物が豊富に見られます。

1日目
メルボルンからクイーンズ 
クリフへ移動

> 出発: メルボルン

> 宿泊: クイーンズクリフ

> 距離: 107 km

> ハイライト: サウス・ベイ・エコ・アド
ベンチャー、オークデン・ビニヤーズ

（oakdene Vineyards）レストランとワ
イン直販所、およびクイーンズクリフ

2日目
メルボルンからグレートオーシ 
ャンロードへ移動

> 出発: クイーンズクリフ

> 宿泊: アポロ・ベイ

> 距離: 133 km

> ハイライト: サーフ・ワールド・トー
キー、テディーズ展望台（ローン）、マ
リナーズ滝(アポロ・ベイ)、グレート・
オーシャン・ウォーク

3日目
グレートオーシャンロードからグラン
ピアンズへ移動

> 出発: アポロ・ベイ

> 宿泊: ホールズギャップ/ダンケルド

> 距離: 約 351km

> ハイライト: ケープ・オトウェー灯
台、オトウェイ・フライ・ツリートップ・
アドベンチャー、グレートオーシャン
ロード・ワイルドライフ・パーク、12使
徒、ロック・アード・ゴージ、フラッグ
スタッフヒル・マリタイムヴィレッジ、
ローガンズ・ビーチ、タワーヒル、モ
イン・リバー、スタージョン山とアブ
ラプト山.

4日目
グランピアンズからバララットへ移動

> 出発: ホールズギャップ/ダンケルド

> 宿泊: バララット

> 距離: 約 152km

> ハイライト: ブランバック–国立公園
と文化センター、マッケンジー滝、ガ
ムサン中国遺産センター、バララッ
ト・アートギャラリー、「ソブリンヒル
とサザンクロスの血（sovereign hill 

and Blood on the southern cross）
」サウンド・アンド・ライト・ショー

5日目
バララットからメルボルンへ移動

> 出発: バララット

> 宿泊: メルボルン

> 距離: 113 km

> ハイライト: バララット・アートギャ
ラリー、ソブリンヒル、ブラッド・オ
ン・ザ・サザンクロス、ユーレカ・オー
ストラリア民主制博物館、バララッ
ト・ワイルドライフ・パーク

4泊5日  
ベラリン半島– グレートオーシャンロード – グランピアンズ– バララット

旅程

詳細情報と旅程は、以下をご覧ください。  
www.greatsoutherntouring.com.au
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グランピアンズ国立
公園と周辺地域

バララット
金鉱地

グレートオーシャ 
ンロード

サーフィン、トーキー マッケンジー滝 ロイヤルホテル・バララットギブソンズ・ステップ グランピアンズの野生動物 バララット・ 
ワイルドライフ・パーク

世界でも有数の美しい海岸線沿いの道路 驚くべき自然と野生動物が独特に調和している場所 歴史を実体験する

グレートオーシャンロードは、世界
でも最も美しい海岸線の道路の1つ
です。ビクトリア州の南西岸を通る
この道路を車で走ると、世界的に有
名な12使徒を含む、オーストラリア
でも最も印象的な景色を楽しむこ
とができます。 

メルボルンからプリンセス・ハイウ
ェーを使って車で1時間で行くこと
ができる地方都市ジロングは、グレ
ートオーシャンロードの美しい海岸
線に入る東の玄関口です。

オーストラリアのサーフィンのメッ
カ、トーキーはグレートオーシャン
ロードの名所ですので、ぜひ立ち寄
りましょう。毎年イースターの時期
に、リップ・カール・プロ大会がベル
ズ・ビーチで開催されます。

グレートオーシャンロードには多
数の特徴があります。旅行雑誌コン
デナスト（condé nast）では、グレー
トオーシャンロードを生涯に訪れ
るべき場所のトップ20に位置付け
ています。

アメリカの人気旅行雑誌フロマー
ズ（Frommer’s）によれば、グレート
オーシャンロードはドライブ旅行の
世界ランキングで10位以内に入っ
ています。 

ケネット川では、コアラ、カンガル
ー、その他のオーストラリアの野生
動物が見られます。

南極海からそびえ立つ荘厳で巨大
な石灰岩の柱である12使徒は、必
見の場所です。 

ボードウォーク、展望台、そして案内
センターは、この素晴らしい景色を
見学と理解に役立ちます。最高の眺
めを体験するには、ヘリコプターに
乗って沿岸を空から見下ろすことを
ぜひお勧めします。

ワナンブールは、6月から9月の時期
にメスのセミクジラが子供を生む
ために姿を見せることで有名です。

広大な西部地域の平野からそびえ
立つ緑に覆われた山々、グランピア
ンズには、4億年を超える歴史があ
ります。オーストラリアでも、最大の
アボリジナルのロックアートが集ま
っている場所です。

この地域でのアボリジナルの歴史
は、10,000年以上にもさかのぼりま
す。地元のアボリジニの文化を積極
的に学び、国立公園で最高の情報
と説明を得ることに興味がある方
は、グランピアンズ国立公園の国立
公園および文化センター、ブランバ
ックを必ず訪れてください。

グランピアンズでは、ロッククライ
ミング、ウォーキングなどの多数の
アドベンチャー活動に参加できま
すが、岩だらけの山頂にある多くの
展望台から景色を眺めるだけでも
楽しめます。

多数の滝があり、中でもマッケンジ
ー川渓谷にある4つの滝の1つであ
るマッケンジー滝が最も有名です。
ローズ・ギャップから徒歩で行かれ

る距離にあるビーハイブ滝を訪れ
るには、野生の花が咲きほこる春
がお勧めです。

グランピアンズの見事な景色に見
合った、素晴らしい食事やワインも
簡単に見つかります。ぶどうの木は
19世紀に初めてこの地域に植えら
れました。現在では、スパークリン
グワイン、すっきりした味の白ワイ
ンやクラシックな赤ワインが生産さ
れています。見逃せないのは、セッ
ペルツにある、数キロにもわたる地
下のワイン貯蔵室、グレート・ウェス
タンです。ワインはセラードア(試飲
販売所)で購入できます。

夕暮れ時や夜に散歩すると、フク
ロウ、ポッサム、コアラなどの夜行
性の原生動物を見る機会が得ら
れます。

バララットは、金鉱地域への玄関口
です。この都市の古典的な植民地
時代の建築様式は、幅の広い、両
側に並木のある通りに沿って広が
っており、19世紀に金が発見され
た後に実現された豊かさを反映し
ています。

この都市は、オーストラリアの民主
主義の発生地とも見なされていま
す。バララットは、オーストラリアの
現代史における2件の市民暴動の
1つ、ユーレカの反乱が発生した場
所です。この騎兵と金鉱労働者の
間の戦いは、バララットでの感動的
な物語となりました。

ドラマチックで激しいサウンド・ア
ンド・ライト・ショー、「サザンクロ
スの血」（Blood on the southern 

cross）では、毎晩ソブリンヒルで、
血生臭い暴動のストーリーが再現
されます。オーストラリアでも最も
素晴らしい観光アトラクションの
1つです。

金鉱の町として、詳細な復元により
絶えず改善されているソブリンヒ
ルでは、訪問者のために、実際に
金を探したり、駅馬車に乗ることが
できるインタラクティブな体験を提
供しています。当時を再現したパン
屋、鍛冶屋、お菓子屋、ライブショ
ーの劇場などもあります。

デイルズフォードとヘップバーンス
プリングスは、オーストラリアのス
パ・キャピタルです。ここに滞在し
て贅沢な気分に浸ってください。

ワインは、バララット地域で新しい
金と見なされています。オーストラ
リアでも有数のワイナリーがバラ
ラットの街から車ですぐのところに
あります。ほとんどのワイナリーで
はワインを直販しており、レストラ
ンもあります。


